
説明会日程

広島会場： 広島YMCA 広島市中区八丁堀7-11

9/29（日）14:00－16:00 本館 5F 506
10/13（日）14:00－16:00 本館 5F 506

福山会場： 福山YMCA 福山市西町2-8-15
10/ 5（土）15:00－17:00    ４F 402
10/12（土）15:00－17:00    ４F 402

三次会場： みよしまちづくりセンター
三次市十日市西6-10-45

10/ 6（日）14:00-16:00 2F 会議室

★説明会では、どんな質問にもお答えします★

毎日の生活にモヤモヤしていたり、なんだか自分を変えたい。。。
本当は海外に行ってみたいけど、英語は苦手×××
それに 1人で申し込むのはなぁー・・・ だから、やっぱり無理！
こんな理由であきらめていませんか？

でも、そう思っているのは、あなただけじゃないんです！！
これまでたくさんの子どもたちを海外に送り出してきましたが、そんな彼
らも最初はあなたと同じでした。 できる人ばかりじゃない！

たくさん失敗してもいいんです！ それでも広～い世界を見ていく中で、
世界には想像を超えるいろんな人たちがいて、
いろんな考え方があって、いろんな夢を持っている人たちがいる。
それに気づき、そして自分にもできるかも！と勇気を出して、将来の夢や
希望に向かい、一歩を踏み出した人がいっぱいいます。

なぜ マレーシアなのか？

英語を話すアジアの国と言えば、多民族国家のマレーシア！
ペナン島ホームステイの評判はどのコースよりも Good！
日本に近くて治安も良く、初めてで不安がある人にもおすすめです。
日本人の永住したい国ランキングでも連続して1位を獲得。
今後大切なのは、日本をはじめ多くの海外企業も進出しているアジ
アの国との関わりです。“マレーシアで英語”のイメージの湧かな
い方は、是非説明会にご参加ください。
詳しい資料から過去の参加者や引率者の声をご覧いただけます。

 
広島県国際理解教育プログラム

冬休みマレーシア・ペナン島ホームステイ
2019年12月23日（月）-1月1日（月）＜10日間＞

募集対象：小学4年生-高校生

プログラム概要
＊現地スクールで英語学習
＊滞在はホームステイ
＊ペナン島ならではの
アクティビティ

＊プログラム効果を高めるため
の事前事後研修付き

♫おすすめポイント♪
＊１泊2日の事前研修が2回も付いている！
わからないこともたくさん質問できて
不安解消！

＊渡航説明会（海外に行く準備説明会）
＊広島駅から添乗員同行で安心
＊帰国後の事後研修までやります
（この経験を今後につなげるために）
＊記念アルバム（写真入りDVD付）を
もれなくプレゼント！

初めてのホームステイにおすすめ！
寒い日本を抜け出して、

人も気候も暖かいマレーシアに行ってみよう。

旅行企画・実施：ひろでん中国新聞旅行
観光庁長官登録旅行業第1666号

プログラム後援：YMCAエデュケーショナルトラベル

プログラム後援：YMCAエデュケーショナルトラベル

ほんの少しの勇気で さあ1歩踏み出そう！



2019年冬休みマレーシア・ペナン島ホームステイ
No. 日付 都市 現地時間 交通機関 スケジュール 食事

1 12月23日 広島駅 19:39 新幹線で博多へ

（月） 博多駅 20:45 到着後、ホテルへ

【ホテル】 ×

タクシー タクシーで福岡空港へ 朝食

福岡空港 10:00 SQ-655 出国手続きの後、シンガポールへ 機内

2 12月24日 シンガポール 15:25 到着の後、トランジットエリアへ

（火） 19:00 MI-354 空路、マレーシア・ペナン島へ 機内

ペナン島 20:25 入国手続きの後、ホテルへ

【ホテル】 夕食

朝食はホテルで 朝食

3 12月25日 ペナン島 午前 自由時間（ホテルのプライベートビーチやプールでお楽しみ下さい）

（水） ホテルにてランチ 昼食

午後 ホストファミリーと合流/各ステイ先へ

【ホームステイ】 夕食

午前 現地スクールにて英語研修、ホリデイコース授業に参加 朝食

屋台にて各自ランチ ×

4 12月26日 ペナン島 午後 市内観光：トライショウで巡るジョージタウンと世界遺産

（木） （ペナンの有名な壁画や世界遺産の町並み、

要塞、インド人街、中国寺、マレーモスクなどを巡ります）

【ホームステイ】 夕食

午前 現地スクールにて英語研修＆交流会 朝食

5 12月27日 ペナン島 午後 （午前・午後共に参加） 昼食

（金）

【ホームステイ】 夕食

モンキービーチ（ボートフィッシング）とバーベキュー 朝食

6 12月28日 ペナン島 終日 バテック工場見学、バテック作品作り 昼食

（土）

【ホームステイ】 夕食

午前 ホストファミリーと過ごす休日 朝食

7 12月29日 ペナン島 午後 昼食

（日）

【ホームステイ】 夕食

午前 現地スクールにて英語研修 朝食

ペナン島

8 12月30日 午後 ガー二―プラザにてショッピング 昼食は各自レストランにてオーダー ×

（月） 夜 さよならパーテイスタート

【ホームステイ】 夕食

午前 現地スクールにて英語研修、ホリデ-プログラム授業に参加 朝食

ペナン島 （午前・午後共に参加）

9 12月31日 午後 昼食

（火） 16:30 学校からペナン国際空港へ ×

21:15 MI-353 出国手続きの後、シンガポールへ

シンガポール 22:40 到着後、トランジットエリアで待機 機内

【機 内】

シンガポール 1:20 SQ-656 福岡空港へ 機内

福岡空港 8:35 入国手続きの後、タクシーで博多駅へ

10 1月1日 博多駅 10:33 のぞみ22 新幹線で広島・福山へ

（水） 広島駅 11:34 到着後、各家庭へ ×

※上記スケジュールは現地事情により変更される場合もありますのであらかじめご了承下さい。

※利用予定ホテル/博多グリーンホテル（博多）・Lost Paradise Resort（ペナン）

※利用予定航空会社/シンガポール航空・シルクエアー

※写真はイメージです



ペナン島

資料請求・説明会参加申し込み：https://www.topic-tour.com

スマホの方は、こちらから

【プログラム費用（合計）に含まれるもの】
○旅程表に記載した航空運賃（エコノミークラス） ○旅程表に記載した現地での移動費
○旅程表に記載した食事 ○旅程表に記載した海外宿泊費 〇博多前泊費

○旅程表に記載したプログラム費 ○添乗員費用 ○事前事後研修費 など
（事前研修については詳しい資料でご確認下さい。）

【プログラム費用（合計）に含まれないもの】
○海外旅行保険料 ○渡航手続き費用 ○燃油サーチャージ（0円/2019年７月現在）
○各国空港税/航空保険（約3,370円/2019年７月現在）○国際観光旅客税（1,000円）

○その他個人的諸費用
○追加手荷物料金：各航空会社協定規則を超える手荷物運搬料金（会社、方面により異なります）など
★上記費用は、2019年7月現在のものです

「より安全な運営を目指して」

ひろでん中国新聞旅行は，
YMCAエデュケーショナルトラ
ベルが長年取り組んできた
広島県国際理解教育事業を
引き継ぎ、取り組んでいくこと
になりました。

YMCAエデュケーショナルトラ
ベルのプログラムや運営ノウハ
ウをそのまま引継ぎ、より安全
なプログラムを目指してまいり
ます。

この国際理解教育プログラムは，

今回で57回目となります。

マレーシアのイメージが
わかない方はこちら

お申し込み締め切り：
2019年10月18日（金）

マレーシア・ペナン島ホームステイ【募集人員 15名／最少催行人員 １０名】 添乗員同行

プログラム費用（旅行代金） ￥３６８，０００

新幹線（指定席）、タクシー代 ￥ １７，６６０
広島駅発着/学割利用の金額です。

区間等により異なります。

プログラム費用（合計） ￥３８５，６６０

お問い合わせ、資料請求先：ひろでん中国新聞旅行 語学留学センター
住 所：広島市中区胡町3-19 中国ビル 5階

ＴＥＬ：082-543-2121 営業時間 平日 9:30-17:30 土曜日 10:00-17:00（日祝日休業)

総合旅行業務取扱管理者 有木 知弥 担当：谷本

旅行条件（抜粋）お申込みの際は別途交付する旅行条件書を必ずお読みください

●募集型企画旅行契約
この旅行は、ひろでん中国新聞旅行㈱（広島市中区胡町3番19号中国ﾋﾞﾙ 観光庁長官登録旅行業第1666
号 以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条
件書（全文）、最終旅行行程表と称する確定書面及び当社旅行契約の部によります。

●お申し込み方法と契約の成立時期
当社所定のお伺い書に所定の事項を記入し、申込金または旅行代金全額を添えてお申し込みください。申
込金は旅行代金のお支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄその他の通信
手段によるお申し込みの場合、当社が予約の承諾の胸を通知した日の翌日から起算して5日以内に申込書
の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾を市申込書と申込金を受領
したときに成立します。

●申込金
申込金（おひとり様）40,000円
●旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前に（お申し込みが間
際の場合は当社が指定する期日までに）お支払いくだい。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。（但
し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに取消料を明示した場合はそれによります）
（おひとり様あたり）

●個人情報の取り扱いについて
ひろでん中国新聞旅行㈱（以下「当社」といいます）は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載さ
れた個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほけ、お客様がお申込みいただいた旅行に
おいて運送、宿泊機関などの提供するｻｰﾋﾞｽの手配及びそれらのｻｰﾋﾞｽの受領のための手続きに必要な範囲
内で利用させていただきます。そのほか当社では、提携する企業の商品やｻｰﾋﾞｽ、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのご案内、旅行
参加後のご意見やご感想の提供のお願い、ｱﾝｹｰﾄのお願い、得点ｻｰﾋﾞｽの提供、統計資料の作成に個人情報
を利用させていただくことがございます。このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://www.topic-tour.co.jp）でご確認ください。

●旅行条件基準日 2019年7月1日を基準としています。

旅行開始日の前日から起算して 旅行開始日の前々日～
旅行開始日の当日

旅行開始後の解除
及び無連絡不参加

40日～31日前 30日～3日前

旅行代金の10％ 旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％



令和元年度短期留学プログラム参加希望書 

 

下記のとおり，令和元年度短期留学プログラムへの参加を希望します。 
 
 

ふ り が な  

氏 名 
 

 
性 別 

 

※○で囲む 

男 ・ 女 

生年 

 

月日 

 
平成 年 月 日生 （満 歳） 

現 住 所 

〒 TEL: 

 

在 籍 学 校 

・学 年 

※学校名，学科・コース，学年を記入のこと 

 

 

（ 学科・コース）第 学年 在学中 

保 護 者 

連 絡 先 

ふり がな 

氏 名 TEL: 
 

 

 

 

携帯: 
〒 

参 加 希 望 

プ ロ グ ラ ム 

ひろでん中国新聞旅行 

冬休みマレーシア・ペナン島ホームステイ 

2019年 12月 23日（月）～2020年 1月 1日（月）【10日間】 

※取得した個人情報は，本事業の目的以外に利用しません。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和元年度短期留学プログラム 作文用紙 

  

○留学を希望する理由と留学経験をどのように生かすかについて，400字以内で書いてください。 

 

氏名                

20 × 20 

 


